Ⅲ

資料編

１ 自由記述
設問）東村山市内において、今後、より多くの人々が結婚・出産・子育ての希望をかなえるため、その
他にご意見がございましたら、ご自由にお書きください。

























医療費免除の年齢拡大など経済的支援を増やして貰いたい。学童の開所時間の拡大（そのためなら民間委託も有り）
など、安心して働きながら子育て出来る環境を整えて貰いたい。
出会いの少ない職場に勤務（土木系）していて、自身から積極的に婚活等をしていないため、出会いが全くありませ
ん。話下手でもあり、異性と接すると変に緊張してしまう悪いくせもあり、とても寂しい日々を過ごしています。結
婚相談所などは高額で手が出せないので、市でこの様な事を行って貰えたら嬉しいし、参加してみたいので実現宜し
くお願いします。
道路が狭過ぎる、子供が歩行するのに不安が多い。街灯を増やして欲しい。暗く、犯罪に繋がらないか不安。地域の
家庭の教育力が低過ぎる（深刻です）
。教育、子育てに対する意識が低過ぎる。
「子供が言う事を聞かない」と言う一
方で、親自身がスマホ等に心を奪われていたり、児童心理を学ぼうとしなかったり…親本人の意識が低い。その親に
育てられた子供達…きっと同じように子供を育てるでしょう。負の連鎖が激し過ぎる。この環境で自分の子供を育て
て行く事に大きな不安がある。行政の責任では決して無いが、改善する事は必須だと思う。東村山で子育てしたいと
積極的に思う人は少ないのでは？是非啓発を。私自身は出来れば転居したいくらいです。
東村山市秋津町に住んでいますが、近くだった清瀬の森が無くなったので、困っている人（近くに無い）がたくさん
いると思います。
富士見町の端の方に住んでいるため、市役所やころころの森などが遠くて、子育てのイベントなどなかなか参加出来
ない。市内のバスを増やして欲しいです。
今まで以上の子育て支援が必要。
子供への手当を増やし、他は減らす事が大事（赤字はだめ）
。空き家、不要な道路、市議会議員数を減らして、学校
予算を増やす。能力を重視し、年齢での給与体系及び退職年齢を廃止する。年金制度を見直して欲しい（若者に全て
が回るように）
。
共働き世帯が多くなっていると思います。保育園や学童保育等、働く親が安心して仕事が出来るような支援に力を入
れて欲しいと思います。
義務教育の間は、なるべく親の出費が無いことが望ましい。現在でも収入が低い家庭が対象になっているものもある
が、収入があってもギリギリの人も多いと思う。給食費、教材費など無償が良いと思う。
現在、結婚したくても経済的に大変な方も多いと思うので、正規雇用や様々な経済支援を増やして欲しい。更に、出
産出来る施設を増やして欲しい。共働きしながら生活する方も多いので、保育所（特に認可保育園など、利用料が高
くない所）も増やすなど、結婚→出産→子育てがスムーズに出来るようにして欲しい。また独身の若い方に対しても、
様々な支援があれば良いと思います。
今年、娘が 18 歳で出産しましたが、妊娠中から産後の手続きに至るまで（引越先の区役所に連絡まで）とても親身
になって相談に乗って頂きました。東村山市内の産婦人科での出産でしたが、そこでも安心してお任せ出来ました。
この様な支援が今後も続いてくれる事を心よりお願いします。私自身も障害児を持つ母として、色々相談に乗って頂
いています。ありがとうございます。
良い子育て環境は、市の総合的な環境の下で実現されると思います。犯罪、事故、火災などへの充分な対策をお願い
したいと思います。
結婚について…東村山で結婚するカップルは、地元が好きで住んでいる人が多いと思う。
「東村山で結婚すること」
のイベント感（入籍時に写真を撮ってくれるサービスなど）があれば楽しい気がします。
出産について…市内でお産が出来る病院が少ないと思う。
子育てについて…道路が狭い所が多く、ベビーカーが大変そう。
現在、我が家の子供は高校２年生。年金問題や上向き感を感じられない景気の世の中に、将来に対して既に期待感が
無い事が見受けられる。結婚〜子育て以前に、行政として生活の基盤が整うように働きかけなければ、未来に繋がら
ないと思う。まずは一個人の確立が出来る世の中作りが先手では？
ターゲットが明確では無い（母体が広過ぎ）、余りに頭の悪いアンケート。人口を増やす＝結婚や出産、子育てと言
う考え方が陳腐な考えである事に気付くべき。人口減少は市が頑張るレベルの話では無い。いかに納税者を増やすか、
そこを考えた時に、子育てするから長く住む、だからその計画が必要と言うのはどうなのか。はっきり言ってここに
住みたいから住んでいる訳では無い。親が近くに居ると言うだけ。東村山市に惹かれる点は何一つ無い。何もブラン
ドが無い。
「子育てしやすい町」なんて普通過ぎてつまらない。もっと良く考えて下さい。人の金使ってんだから。
保育園の増設、待機児童の解消。これが無いと働きながらの子育てが出来ず、仕事を辞めなければならないので、急
務に対策をお願いしたい。コミュニティバスを富士見町まで走らせて欲しい。小さい子供を連れて市役所に行きづら
い。ころころの森まで行くバスが欲しい。
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女性が結婚、出産後も就労出来る（確実に）と言う事を PR 出来る程、保育施設などを充実させる。
さくら通りを走るバスで、100 円バスが駅行きしか無いのが困る。
（シルバーパスのようにマタニティや３歳以下の子
供を持つ人にも無料で乗れるパスがあっても良いですね！）
。出産一時金内で払える出産費用にして欲しい。他の市
や県では 42 万円でおつりが来るそうです。若い人達からしたら貯金もそんなに無いから産めないって人が多いので
は？結婚支援よりも子育て支援に力を注ぐ方が良いように思います。
子育てには大学まで出させたいと思いますが、そもそも日本は海外に比べ国や自治体で次世代育成する意識ゼロで、
親の負担が大きい。チャレンジ貸付金にしても、保証人が必要とか制約もあり利用しにくい。児童手当現況届を郵送
した時、保険証のコピーを入れ忘れたので、返信用封筒を個人情報漏洩回避のために子ども総務課に依頼したら、そ
んなの送れない云々、全員に送ったら大変な事になると職員から言われた。そう言う応対に納税義務を果たしている
市民から見るととても心外だ。子育て意識があるなら、生活保護者に返信用封筒送らないで、子育て家庭を一番にす
べきだ。もっと市税予算を子育て世帯に配分して!!
出産や子育てに関しては、もっと情報を知る機会を増やして貰いたいと思います。特に、初めての出産や育児は、何
を調べたら良いのかすらも分からないくらい分からない事だらけだし、調べる余裕も無いので、何か子育てに関する
事（小児科等病院、提供しているサービス、集い、施設）など、産む前に冊子のような情報誌みたいのがあったら助
かるなぁと思います。
妊娠、出産、子育てにお金がかかり過ぎます。上記費用が必要な上、出産前後はパートの仕事も出来ないので、収入
も減ってしまいます。もう一人子供が欲しかったのですが、経済的理由により断念しました。
道が狭いので、ベビーカーでも通りやすい道路があると良いと思います。
現在未就学の幼児を育てていますが、保育園の点数の付け方で、シングルの方や生活保護受給者が優先なのが納得行
かない。一生懸命働き納税しているのに、楽して生活保護受けてパチンコや高級なタバコ吸っている人が許せない。
結婚に対する支援より、出産、子育て中の人達が市内でより良く暮らして行けるような環境を作って頂きたいです。
宜しくお願いします。
無職者、ニートの在宅訪問、実態調査をして欲しい。子供を作れと言われても、万年弱者だと圧力をどう掛けられて
もどうしようもないし、少なくとも一人前の人間として所得税くらいは払いたい。社会的弱者は親族間のいがみ合い
もあるので、ある程度の外部勢力の介入が必要だと思う。
昨年妊娠し、12／31 にインフルエンザにかかった疑いが強かったため、市報に載っていた病院へ。高熱なので診察し
て欲しい旨電話で言った所、診察を断られました。本当に困っている時に診察してくれないならば市報に載せないで
下さい。市に対しても憤りを感じてしまいます。夜間、休日必ず診察してくれる病院の掲載をお願いします。なお数
日後流産しました。
経済的にももっと支援する。
自分は東村山で生まれて育って良かったので（八国山、多摩湖など自然が豊か、児童館などもあった）満足している
が、学校は当時荒れていたし、余り良い思い出は無い。高校は清瀬高校だったが、落ち着いていて良かった。
良い試みであると感じます。また介護についても、子育てと同様避けて通れない課題。もっと市民の声を反映させる
べき。我々は全力で働き、多くの市民税も払っている。独身にも手厚い保護をして頂けると助かります。
ゴミ袋の指定（有料）制度を廃止。他市（区）と比べ、住みたくなるような点が無い。東村山駅周辺が何も無い（複
数線あるのに）。大型商業施設が無い。通学路となる道路に歩道が無く、道が狭い。事故があってからでは遅い、早
期全区間の見直しを行うべき。
東村山市が行政として何か取り組むなら、積極的に参加、協力したいです。宜しくお願いします。
何でもそうだが、支援、協力と言うのは必要な人に届きづらい。支援します!!と行政が対策すると普通に暮らしてい
る人、又は極端に生活レベルの悪い人のどちらかに分断され、中間の意識が無い。金無し時間無しを第一に、金有り
時間無しは次点、時間を取れない人の支援を具体的に考えた方が良い（時間があれば金も入る、両方無い人は支援対
象に入っているはず）
。
非正規でも賃金が上がるとか、企業が努力するように働きかけて欲しい。その代わり正規の人は少し我慢して欲しい。
ワークライフバランスを市内企業に働きかけて欲しい。市民防犯ボランティアを積極的に育て、備品くらいは援助し
て欲しい。市内の出会いの場として、ボランティア団体を集めたワークショップフェスを企画して欲しい。
少子化の原因は、個人的な考えですがやはり女性の社会進出が大きいと思います。とは言え、今更男性だけの社会に
は戻す事が難しいので、夫婦で協力しながら育児休暇を取る事、子育てを経験した事がある方が子供を預かり見るよ
うな施設が充実すれば、保育士の負担も少しは減るのでは…と思いました。
妊娠、出産を機に仕事を正社員→パートに変わりました。主人は国民健康保険のため、老後が不安です。子育て世代
は都営の住宅などを優先して入れてくれるなど、経済的に援助して頂けると有難いです。そうするともう少し子供を
産んでも良いかも…と思えるかも知れません。
子育てのためには出産が、出産のためには結婚が必要であり、結婚に対する意識の向上と、それを実現出来るような
環境の整備が必要だと考えます。
東村山市は生活しやすい市です。保育園も多いし、子育てには良い市だと思います。結婚、出産、子育ては安心出来
るビジョンがあれば増えて行くのではないでしょうか。相談出来る所に、実際的に手助けしてくれる人、資金工面を
話せてアドバイスに支援する制度。ウチみたいに両親他界して、夫婦のみで頑張らなければならない家庭もたくさん
あると思いますので、是非とも手を差し伸べる市でいて下さい。
保育園のような集団生活は、1 歳〜の乳児に有益である。就労の有無で入園が制限されているのが今の常識だが、そ
れを壊せないものなのか？早くから集団に入る事で、協調性、社会を子供達は学び、母親の育児疲れ、孤立、虐待は
減ると思う。発達障害の子の早期発見、園の生活自体が療育となる事もあると思う。母のニーズとして働きたいけど、
チャンスが無いため仕方無く専業主婦となっている場合もあり、預け先があれば選択肢は増えるはず。無理の無い子
育てが出来るよう支援して欲しいです。
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家や車の購入がもっと気軽に出来るようになれば、より多くの人が東村山市に定住すると思います。
税金の使い方について、もっと出産、子育てのための枠を増やすべき。市報などたまに見ますが、何に使用している
のか分かりにくい。又、東村山駅にあるあのビルは本当に必要なのか疑問に思う。
狭い道路が多く、危険を感じます。廻田町４丁目と野口町の境の道路、大人でも危険を感じます。横断歩道等の対策
をして貰えると有難いです。狭い歩道（歩道すら無く路側帯）の電柱も、道幅を狭めていて危険を感じます。
子育てしやすい環境を作る事。共働きが普通、個が大切と言う時代ですが、子供は大勢の大人、友人の中で良い事、
悪い事を学べると良いと思う。他を見て自分を見直す事は、大人にも子供にも大切な事で、安心も得られる。楽しそ
うに子供を育てられる環境があれば、結婚しよう（したい）
、子供を持ちたいと思う人もいるのでは。
市としてこのようなアンケートを取る事は良い事と思われます。障害者には酷です。これから若者達が増えて活気の
ある市に発展して行けたら良いですね。この頃空き家が目立つようになりました。若者達が利用出来ると良いですね。
東村山市は子育てに向いていない面が多い。転勤族で色んな所に住んで来たが、
 歩道が狭く、ベビーカーで出掛けると不便な道が多い。
 八坂駅や武蔵大和駅に小川駅。駅前や商店街にシャッターも多く、全然栄えていない。一生住みたいと思えない
町です。
遊具のある公園が少ないと思います。市役所近くの公園に良く行っていましたが、大きな遊具に活発な子がいると、
子供は気後れして帰ろうとします。午後は幼稚園児、15 時過ぎると小学生が多くなり遊べなくなります。子供が２〜
３歳の時は凄く大変でした。市役所近くにあるやや大き目の公園があの程度だと恥ずかしいと思います。現在中１の
娘は小学５年くらいから図書館の大人向けの本のコーナーに行きたがるようになりましたが、書架が高く、薄暗く、
おじさんが多いため怖がっていました。図書館の充実と勉強コーナーの拡大、是非お願いします。
他の自治体よりも分かりやすいメリットを企画し、一般にアピールするべき。
歩道が狭くベビーカーが大きいと通れない。また道がボコボコで大変。歩道が無い道が多く、車の交通量も多い。自
転車専用道路も無い。夜は暗い。ご当地キャラクターに税金をかけるくらいなら、街灯の一本も増やして欲しい。子
育てに向いていないと思います、この市は。
街コンやって下さい。
子育てする母親は大変なのは良く分かる。母親のサポートも必要なのも良く分かるが、それに甘えて子供をしっかり
見る親が少なくなっているように感じる。保育園に預けて出掛けたりする事も多い気がする。本来、保育園に入らな
ければならない人が入れず、少しのパート等で入ったりしている人も数多くいる（助成金とかも子供のために使って
いるのかと疑いたくなる）
。一緒に過ごす事で経験する事も多い。
仕事を持っている人の優遇だけで無く、一度離れた人が仕事に戻る支援もして欲しい（保育園の点数が無いのはおか
しい）
。育児休暇が無い会社もあるから、辞めなくてはいけない人もいます。
仕事を辞めていたらアルバイトと変わらないため、生活が大変。47 歳で 18 万くらいだと考えられない。
産婦人科が少ない、無い（高齢向けの）
。
今後共働き世帯が増加する事を見越して、保育施設の拡充を優先すべきだと思います。
商店街を充実させる。
一人目が小さい時は、不安で誰にも相談出来ずに、お金、子育て大変でした。小さい一人目に手を上げる事が多かっ
たです。今思うとノイローゼ気味だったと思います。若いママ達が相談出来る、声を掛けてくれる場所を！
現在、２号認定（時短）を受けて、子供を幼稚園に通わせながら働いています。しかし、通勤に１時間（片道）程か
かるにも関わらず、勤務時間が短いので、時短でしか子供を預けられません。結果、主人はフルタイムになるので、
子供の世話は全て私の担当。通勤時間に制限があるのと変わらないので、職業選択の自由も無いに等しいです。子育
てしながらでも職業を選べる自由があるような環境を望みます。
市での結婚等に関する相談、推進を進める。こういった問題はプライバシー的な所が多いので、極力秘匿出来る体制
にした方が良い。
産婦人科が少ないので、増やして欲しいです。小中学校の越境を認めて欲しいです。我が子は近くの中学に行けず、
遠くまで通いました。
保育園に子供を通わせています。周りのご家庭には３人ほど子供がいる所が多く、兄弟がいる家庭が多く感じます。
働きながら子育てをしていて感じるのは、専業主婦は精神的にも金銭的にも大変そうだなと言う点です。働きながら
でも子育てが出来るよう、待機児童対策、病児保育等、充実をお願いします。
子供手当のより一層の拡充。共働きの支援、育児施設、介護施設、ヘルパーの支援。
小児医療の助成に関して、病院、開業小児科、調剤薬局に対して、よりジェネリック薬の採用をお願いし、浮いた分
でより予防接種の助成を行えば、東村山市で子育てがしやすいと少しずつ思ってくれるのではないでしょうか。年々
若い人が西武線でより新宿へ近い場所へ移って行っているのが気になります。
児童クラブに入会しないと夏期休業中の児童保育が出来ないため、一時保育を認めて欲しい。また、結婚を機に東村
山市に移住したが、正社員の職が無く、仕方無くパート職員として働いている。そうするとパートだと保育園や児童
クラブに入会出来ず、不利である。パートにも支援が必要である。東村山市に家を所有し固定資産税を払っているの
に、子育て支援の恩恵を受けていない。苦しい。
他の地域は良く分からないが、身近には親子二世代以上で市内に住んでいると言う人が多いように思うので、そう言
う人達をもう少し大切にして貰える制度があったら良いと思う。もしあると言う事ならば、私は知らないので、PR
の必要があると思う。
東村山市に限らず、出産、子育てがしにくい社会である事が、結婚に結び付いていないと思います。地方で婚活する
事は必要ですが、都市部は経費の無駄になる。出産、子育てしやすい町づくりが人を集め、街を活性化させ、結婚に
憧れを抱くのではないでしょうか？仕事の両立、保育環境、金銭的問題、これらをクリアして行く事に対して行政は
力を注いで頂きたい。
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兄弟は同じ保育園に必ず入れるようにしてくれないと困る。保育園申請の書類が、転園希望その他で同じものを何度
も提出しなければいけないのは止めて欲しい。保育園などの相談窓口があると良い。今の子供課は冷たく、面倒くさ
そうで、その対応に傷ついている人がいっぱいいると思う。
公園の遊具が少ないので増やして欲しい。不審者のいない安心な町になると良いです（パトロールの強化）
。
市役所や公共の場を利用した時の対応が実に事務的かつマニュアル的で、会話をしている気がしない。人と話すと言
う事にもっと向き合って欲しいと思う。
小学校の保護者の旗ふり当番が大変です（３週に１回）。仕事の有給休みを取ってまで行わなければならない負担を
何とか出来ないでしょうか。３人目を持つ事を消極的な気持ちになります。
道路が全然良くない、とても狭い、デコボコ、曲がり道、行き止まり、こんな所に住みたくない。
職場が近くないため、子育てと仕事の両立が出来るのか不安です。情報も頂けると嬉しいです。
女性が”働かない”と言う選択が出来るよう、
”専業主婦手当”の様なものがあっても良いかと思います。保育園不
足の問題、親子の心の安定、若い人の就職率アップ、主婦の尊重等々、現代社会が抱える数々の問題を軽減出来るの
ではないかと思います。
東村山市でも、子連れに対して暴言を吐かれるご年配の方を見かけます（特に駅周辺）
。こんな民度の低い市にはい
たくないですし、子育てもこの市では絶対したくありません。近所の医者でも、本当に病気の方を押しのけるように
お喋り（+リハビリ）するご年配者がずかずか入って来るのを見ると、将来に希望も持てません。
現在、妻（私）の勤務時間が 8:00〜19:00、夫は 8:00〜20:30、それぞれ職場まで１時間かかります。子供が小さい
時、7:00〜20:00 まで預かってくれる公営の保育園を駅近くに多く作って貰いたいです（駅近くに保育園が作れない
のであれば、駅に子供を預け、そこからバスで保育園を回ってそれぞれの園に送ってくれるようなシステムを。既に
実施している市町村もあります）。また、学童が定員オーバーしていないか不安もあります。私達のような夫婦は多
くいるはずです。時短勤務等、就業規則としては存在していても、実際にそれを利用出来るような職場は余りありま
せん。企業をどうにかする事は不可能なので、保育園、学童等のサービスの充実をお願いします。
子育てを楽しめる環境をもっと作って欲しい。
まだスタートラインに立てていないので、どうなるか分からない。
結婚して出産して、子供が成長すれば色々なお金が発生します。成長に伴い仕事を始めたいと思っても、保育園や学
童など入れない人が多いのが現実です。それで子供をたくさん産むなんて出来ないと思います。もっと保育面での受
け入れ体制や、幼稚園の補助が充実すれば、子育ても少し楽になると思います。
保育園、幼稚園、公園施設の充実。ベビー用品を扱う店舗の誘致、駅のトイレなどにオムツ替えスペースを設置。子
連れママだけでなく、パパも参加出来るセミナー、ツアー、イベントなどの開催。ネット上の交流サイトの開設。
妊娠中、産後子供に関する講座等、出席したいと思うが、開催が平日のため参加出来ず。不安を抱えたまま育児を行
っている状態なので、休日（土日）も開催して欲しい。また、保育所について、育児休暇を取得しているほとんどの
人が、０歳の４月入所のために休業期間を切り上げて入所しているのが実態だと思うが、本来であればもっと子供と
いたい。でも希望の園に入れない。保育料も高い。なかなか子供の人数を増やす事が難しい。
地元で働ける場所を作り、地域に土着した環境を作る。子供は地域で育む環境の整備、暮らしやすい家、３世代の家
族制度の良さを生かす（核家族化の負の部分は、現在の育児などの悩み、高齢化、介護保険、老人ホームなどの現代
社会の原因だと思う）
。
駅近くに保育施設を！働きながらの子育ては交通の便が良い方が良いので、バスの充実を！
東村山にグローバル IT 人材を育てる施設を作って欲しい。大学、専門学校、高専、高校、塾、形態は問わない。次
世代の人材を育てるための施策を打ち、若い世代の引き込みが重要。3D プリンター、レゴ、植物工場など、他地域に
もまだ数多くない施設を作って、特色を出して行くのが良さそう。とにかく、若くて元気な人材を呼び込む。直接子
育てには関係無いが、長い目で見ると重要です。
秋津町在住ですが、市の”はし”だからか市の政策を身近に感じられません。もっと情報が欲しいです。
子供を産んでからの成長過程で、出来るだけ助成制度が充実すると「東村山市に住もうかな」と考えてくれるように
なるのでは無いかと思う。
子育ては本当に大変でお金がもの凄くかかると思う。上の子が高校に通っているが、私立なので都立よりもの凄く授
業料等の負担が多いのに、補助が少ない。
このアンケートがどのように役に立つものなのか、集計の結果がどうであったのか、知りたいものですね。
一般市民と市の職員（公務員）の収入格差があって、結婚すらままならない。給料が上がらないと生活すらままなら
ないで、結婚すらあり得ない、そんな状態。
学童保育の充実、経済的支援（不妊治療や就職支援）。地元で働きながら、周囲の理解も得ながら子育て出来る事が
理想的かと思います。都心に出なくても、近くで働きながらの子育てが出来れば、町に自然に人が集まって来ると思
うのですが、難しいのかな。子供がたくさんいて、その子達を見守り育てる大人達がいる、弱い人に親切な町になっ
たら良いなと思います。
サークル活動したって結婚しないと思う。そんな簡単に結婚するんだったら、皆とっくに結婚していると思う。東村
山市で子育てしたいと思わせるような政策を、人は人を呼び込むものです。具体的に子育てをしている人を見れば、
良ければ人は集まるのでは？
就活を意識するようになってから、自身の人生と仕事について考えるようになった。家庭にもキャリアにも理想があ
る一方、家庭を持ったらどこかの時点でキャリアを諦める事になるのだろうと予感している。ワークライフバランス
の取れた将来像が考えられない。
出産、子育てに関しての経済的支援は必要かなと思います。ある事によって、２人目、３人目と出産する人が増える
と思います。子供が増えると町の活性化に繋がって、東村山市に住みたいと思う人が増えて、市も豊かになるのでは
ないでしょうか。
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テレビ番組でもあるように、結婚したいと言う意志を持った方達が集まって好みの方を見付けてアタックしたりして
カップルが成立したら良いですよね。男女問わず奥手な方が、なかなか自分でパートナーを見付けられないでいると
思われるので、そんな機会を作ってあげられたら良いですね。一人でいる人生なんて勿体無いと思える方、たくさん
いらっしゃいます。
昔は祖父母が子育ての面倒を見て来た風潮があるが、核家族化が進んだ今では、保育所のキャパシティ自体、時代の
ニーズに付いて来ていない、親の心配は増す一方である。海外では保育所と老人ホームを一体化した施設が注目され
ており、日本でもお年寄り（地域）が一丸となって子育てをすると言う原点回帰をするべき（かつ、保育士も少なく
済み、財政的にも優しい、老人のボケ防止としても一役）
。
私は東村山市内で生まれ育ちましたが、小中学校は他市にある私立の学校に通いました。現在、子供が市立中学校に
通っているのですが、私立と比べる事は出来ないと分かっていても、カルチャーショックの毎日です。カリキュラム
やイベントの見直し、受験に対する積極的なサポート、先生の質等、改善に取り組んで頂きたいです。
女性が働きながら子育てしやすいように、市内で働ける場所を増やして欲しい。医療福祉、サービス業以外で、事務
職などが少ない。子育てのために稼ぐ場所も考えて頂きたい。
恋愛の先にある「結婚」や「子育て」に魅力を感じるよう、交友関係の充実、体験を多く重ねる事での成長は必要不
可欠です。友達作りの場があっても。
学校以外で子供が思い切りボールで遊べるような場所が少ない（栄町）
。
私は出産の経験がありませんが、出産には費用がかかり、国などの支援金では全然足りないと聞きます。友人達がそ
うでした。少子高齢化に伴い出産や子育て支援はあるものの、金額が比例していないのだなと…。日本国全体の大き
な問題かも知れませんが、このような取り組みは市民として参画して行きたいと思います。
学力向上にももっと力を入れて欲しい。漢字検定など、学校で一斉受験し、学力向上させている近隣の市があります。
東村山市ももっと力を入れて、公立小中学の学力レベルの底上げをして欲しい。
最近出産した友人が、
「久米川に授乳室が余り無いから不便」と言っていた。駅近くに清潔な、整備されている授乳
室を増やして欲しい。子供手当ランキングを見ると、全国の自治体が確認できた範囲で 200 自治体中、東村山は 186
位。産んでも育てにくい生活は、今後産みにくくなりそう。
若い人にとって住みやすい、魅力的な町づくりにする事が何よりも結婚、出産、子育て支援に繋がると思います（若
い人に人気のある街などをベンチマークにして）
。
子育てにはとてもお金が掛かるので、中学卒業までは子育て支援金等を市として負担しても良いのではないか。江戸
川区等はこの支援金が多いため、子供が産まれると同時に移住する人が多いと聞きます。それと、結婚すると同時に
「住む町」として家賃補助をかなり出してあげる（少額では意味が無い、中途半端）と同時に、大々的に宣伝する事
が大事だと思います。若い世代に住んでもらう事が大切。
東村山市内で結婚、生活をしたいと思わせる街づくりを進めて欲しいと思う。廻田町在住だが、買い物は東大和市に
あるお店に行った方がまとまった箇所で品も揃いやすく、短時間で済む。東村山駅方面へは歩行や自転車だと道幅が
狭めで危なく、自動車だと渋滞多発で行きづらいです。
もし妊娠出来たら、東村山で住み、育てたいと考えています。出産するまでの金銭的なフォローや、共働きでなけれ
ば暮らして行けませんので、託児所の充実（深夜とか時間帯や、土日祝とか曜日に無理が利くと嬉しい）をお願いし
たいです。後は何とかなるような気がします。
子供が欲しいと思っていても、やっぱりお金がかかると思い踏み切れずにいます。特に私は不妊治療でなければ授か
れないと言う現実もあり、不妊治療だと治療にもお金もかかり、仕事も辞めなければならず、出産後もお金が掛かり、
仕事を見付けて保育園に入れるのも大変な世の中です。この悪循環をどうにかして欲しいと思います。私の周りの方
は同じような状況でとても苦しんでいます。
東村山には八坂祭りなど他には無い魅力が多くありますが、外に向けたアピールがイマイチ足りない印象がありま
す。同様の事が市から市民への間でもあるかと思います。東村山に住み続けるとどんな所が良いのか、他に無いメリ
ットを積極的にアピールして欲しいです。
現代社会では共働きの夫婦が当たり前。小学生の学童保育を夜８時とか９時の遅くまで開いていて、夕食まで出して
くれるようになればと思う。他の区や市では保育料が月額５千〜１万円程度で頑張ってくれているそうです。これく
らいして欲しいです。安心して子供を産んで働ける世の中になればと願います。
第二子を考えているが、第二子が産まれて１歳を迎える年度末に妻が仕事を再開しないと、第一子は保育園を退園さ
せられる。育休が１年間取れるのは４月生だけになる。何月に産まれても１年の育休を取りたい。４月〜７月に産む
事を計算して子作りをするのは中年にとって厳しい。１年〜１年半の育休を取っても、第一子を退園させないで欲し
い。
保育園が少ないため待機児童が多いので、産後、仕事が復帰出来るようにしたり、結婚する人が増えるように出会い
の場を作ると良いと思います。保育園は駅近くが多いので、青葉町にもたくさん作って欲しい。
下の子は半年間の不妊治療の末に授かりました。投薬と検査のみだったため、費用の助成等は無く、毎月の費用の負
担が大きかったです。もっと不妊治療の助成制度が充実していれば、もっと治療を受けやすいのに…と感じました。
保育園を利用しているが、年収が一番高い層の保育園料が認定などの方が安いと言う事が納得行かない。税金が高く、
子供手当は満額では無い。その上保育園料まで高いのは負担が大き過ぎ、働いている意味が無い。所得が低い人の保
育園料を上げるべき。認定など小さな園の方が安いからと、市内の保育園が決まっても辞退する人も多いと知ってい
ますか？しかも、年収が少ない人は就学支援が受けられるらしいが、本当に困っているケースでは無い人も受けてい
る（払えるのに払っていない）現実もある。事実を確認し、平等にすべきである。
夫として、父としてマトモな大人になるよう小学校から体系的に男をしっかり教育しないとクズばかりになるので、
金銭感覚、生活態度、コミュニケーションの取り方をしっかりと叩き込むのが良いと思います。
給付金の手続きが面倒（対象者が分かっているのに、申込書が届き、申請しなければ貰えないのはおかしい）
。また
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提出期間より前に案内が届くにも関わらず、すぐに提出出来ないのはいかがなものか（必ず提出期間内にと書かれて
いて、それまで保管したら忘れる事もある）
。
もっと子供を増やすために、金銭面などの支援などをして欲しい。今変人が多いので、東村山市内、警官などしっか
りパトロール！
子供を産んでも安心して働く事が出来る環境を整えて欲しい。近くに頼れる人が無い場合、保育園に入れないと何も
出来なくなってしまう。東村山は子供を育てる環境では無かった。都市圏全体の問題かもしれないが、一度市役所に
相談に行ったが、どうする事も出来ないと言われた。この様な状態では、これ以上子供を持つ事は不可能である。こ
れから子供を持つ人には二度とこの様な気持ちにさせないで欲しい。
若い人達、家族が東村山市に住みたいと思える町づくりを進めて下さい。福祉制度と施設の充実を期待します。
中、高校生くらいの時期に、将来設計の一つの選択肢に「結婚」も思い描けるよう、例えば保健体育や道徳の参考パ
ンフや、予防接種の案内等を活用して、本人が生物学的な適齢期を意識して家族を持とうと望むようにして行ったら
良いと思います。希望を叶えた後も、健全な家庭を保つために、地域の方の見守りも大事だと思います。
若いご夫婦、家族達に大きなメリットがある市にして欲しいです。他の市より良い所があれば（住宅支援、子供に対
する支援）があれば、より若い方が来てくれるはずです。
子供の医療費が無料の期間を引き上げて欲しい。妊娠時にグリーンバスが無料で乗れるなど、サービスを向上して欲
しい。出生祝い金もあると嬉しい。小額でも。
若い人はとにかくお金がありません。東村山に移住したらこんなにお得!!と言う事、とにかく出産、子育てしやすい、
お金が掛からないサービスもしくは負担軽減支援をして欲しい。人的支援は必要無い。そう言うのが苦手な人も居る
から。
子供の年が上がって行くにつれて食費などが増えて行くので、そう言った事を考慮して欲しい。子供の人数が多くな
ると実に厳しくなって、生活が苦しくなる。
恋人がいても結婚に踏み込めない。子供がたくさん欲しくても二の足を踏んでしまうのは、経済的安定が無い事が一
番の理由だと思います。
東村山市だけでなく、全国的に見ても放射能問題や経済的な問題を抱えて、子供を安心して産んで育てられる環境で
は無くなっているのではないでしょうか？これは地域毎に対策して解決するような単純な問題では無いと思います。
関係無いが、市内のグリーンバスのデザイン、グリーンの「リ」だけひらがなの「り」になっているのが気になる。
頭の悪い市と思われたら嫌だ。早く直して欲しい。関係無くて済みません。子供の教育にも悪いです。
街の行事（祭り）への積極的参加を推進して欲しい。
子供手当の期間を「３歳→５千円」では無く、１万円の時を長くして欲しい。ファミサポをもう少し身近に使用（利
用したい）
。面談もして貰えていないので（利用期間が明確で無いため）
、自分で休んだりクラスのママにお願いして
いる。市役所側ばかりでは無く、所沢側にも子育ての遊べる施設等を増やして欲しい。
主人の収入だけでは夫婦二人分の生活もままなりません。そのため産後すぐ仕事を探す予定です。ですが、緊急時、
夜間、病児の時の保育先が非常に不安です。こちらが解決しない事には就職も難しいかと思われます（本来であれば
自分達で解決しなければいけない問題ですが、市でサポートして頂ければとても助かります）。そのため子供は二人
希望でしたが、一人の予定です。金銭面だけで無く、実際に育児と仕事を両立させた方の講義やお話出来る機会があ
ると嬉しいです。
出産しても経済的にも税金などの減額や保育の受け入れ、第二、三児を出産しても上の子をそのまま保育して貰う環
境が良い。
「啓発」
「アドバイス」と言った実効性の不透明な事業を考えておられるなら、税金の無駄遣いだと思います。直接
的にお金、もの、人を支援するもので無ければ実効性は乏しいでしょう。財政面の問題もあるでしょうが、一円でも
多く「助成」
「補助」
「保育園」などに充てて欲しいです。
高校３年生を一番上に持っているので、中学、小学、保育園と今まで市内で３人経験したため、一番気になる事とし
ては、市内の小中学校の教育方針（宿題や休み、土曜授業）の差がある事がおかしい。統一出来ないのか（優秀な学
校と悪い学校が明らか過ぎる）
。そのため高校より上への進学が不安。塾など金銭がかかるのはおかしい。学校の勉
強だけでも十分基礎が出来るよう力を入れて欲しい。また 23 区（杉並区など）教育や子育てに手厚い制度がある所
を目標として欲しい。市内でも横の繋がりが出来ると比較しますし、働いていると外の情報も入るため、やはり市内
に居住するためにはどんどん良くして欲しいと願います。
私は一人目を結婚後一年目で授かりましたが、二人目が欲しいと思ってからなかなか妊娠出来ず悩んでいました。二
人目不妊性では無いかと思い詰めたり、不妊検査を受けようかと思っていましたが、受診料を懸念し断念しました。
結局６年後無事二人目を授かりましたが、不妊検査の費用を無料にして欲しいと思っていました。また、私は女性ホ
ルモンに良いとされるものの購入にお金をかけました。その補助をして欲しいと思っておりました。産みたい女性に
是非救いの手を…。結局三人産みたかったのに（高齢出産を恐れた）
。
東村山市での生活がまだ２年未満なので、市の出産、子育ての取り組みについて知識は余りありませんが、出産後、
仕事復帰を希望している私にとっては保育園の充実を希望しております。
経済的な問題が一番大きいと思います。東村山市は税金も高いですし、少子化の改善には助成金や子供を預け働ける
ように、安心出来る保育所等（保育園を含め）を負担を少なく提供して頂く事が大切だと思います。
今高齢出産が多いと聞きます。でも情報が余り無いので、不安の中 38 歳で出産しました。若い子だけで無く、出産
を希望する全ての方の相談場所が欲しいです（病院以外）
。
結婚、出産後仕事を続けて行く上でのサポート体制が乏しいと思う。遅い時間まで預かってくれる施設（21 時までと
か、24 時間保育）
、病児保育施設。その他以前 TV 番組で見たのだが、子供達に食事（バランスの整ったもの）を提供
する店（親も一緒に食べられる）があると便利だと思いました。公立保育でも習い事が出来る（体操教室、サッカー
教室 etc）などやって貰えると、親は他の人に送迎を依頼する事無く出来るから良いなと思います。
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学校の体制を何とかして欲しい。毎日音読カードに感想を書けとか、水泳カードに捺印しろとか、保護者会の日時設
定など、あらゆる所で働く母を全く無視した依頼が多い。都内で勤務している人は、東村山市内の自宅に早くても
19:00 頃帰宅するので、それを念頭に置いて学校運営をして欲しい。
医療費の無料化を長く続けて欲しい。子供から大人まで自習出来るスペースが欲しい。時間は朝８時半くらいから、
夜９〜10 時くらいまで→夏休みや休日など、気軽に勉強出来る場所が無い。
経済的安定が無ければ、結婚、出産、子育ては不可能です。女性が働く場所が身近にある事と、保育の充実が重要で
す。共働きで無ければ子供は養えません。子育てをしながら働ける「企業保育所の設置」などの充実が、東村山の発
展に必要だと思います。
結婚、出産、子育て、いずれにしろ周囲のサポートは必要であるが、最後は本人達の努力が必要と考えています。そ
のため努力の仕方を教えると言うサポートも必要だと思います。
結婚は本人がしたいと思った時にするものであるので、結婚相談所を利用して行けば良いと思う。市民の税金を使っ
て行政が支援するべきでは無い。子供の医療費を、小学校卒業から中学校卒業までに延長してみるのが良いのではな
いかと思う。
久米川町に公園が無いため、作って欲しい。道路が狭く危ない。子供が車にひかれそうで心配。
独身者が結婚する上での市の補助や、子育てに掛かる費用（出産含む）の補助など、分かりやすく知れるものがある
と良い。あっても今ある事すら知らない。私も相手も、どうも結婚に踏み切れていない。
子供のいる家庭にもう少し援助があれば、子供をたくさん産んでも良いと思えると思う!!
保育の認定を受けてからの手続きが面倒。条件も厳しいので考えて欲しい。多くの人が条件無く保育所を利用出来る
ような制度に近付けて欲しい。
主婦やパート（時短勤務、非常勤など）の女性にとっては暮らしやすい市だと思うが、フルタイムで働いていると、
市の講座などには参加しにくく、日祝長時間保育も少なく困っている。
（３歳児など）健診は平日の昼一日のみの設
定は困る。女性だけで無く、男性の時短勤務や育休を、もっと取りやすい環境作りをして欲しい。病児保育枠の増加、
日祝夜間保育の実施。
経済的負担が大きい事が一番の原因では無いかと思います。結婚、出産、子育て全てにおいて、生活にデメリットを
感じさせない環境作りが大切ではないかと思います。
保育園などを増やして欲しい。幼稚園はお金が掛かる。補助金があるのは良いが、１年に２回など間隔が開き過ぎて
いる。無料で入れる美術館や博物館などあれば良いと思う。子供がいて収入が低い家庭には、補助金がもっとあって
も良いと思う。
出会いの場がたくさんあれば良いと思います。市が主催の合コンパーティーを開き（会費制）、結婚したいけど出会
いが少ない方々へチャンスを与えてあげて欲しいです。趣味別で企画も面白いと思います（漫画、アニメ、映画、ス
ポーツ観戦など）
。
高齢結婚、出産＝障害を持った赤ちゃん、もしくは母が何らかの病気や障害を抱える、この様なリスクが多く出て来
ると考えられる＝市は福祉費を減らしている現状もあり、そして仕事も夫婦共に中心的に働いている方も多いと思わ
れるため、仕事に戻りやすい環境作りやフォロー体制を整える必要があると思う。お金を出すだけでは無く、東村山
ならではの優しい町の人づくりを期待したい。
保育園、幼稚園の充実。公園の整備。婦人科、産婦人科を増やして欲しい。
行政として出来る事もあると思いますが、経済面から考えると仕事の続けやすさの点から、雇用形態の多様性や雇用
主の理解が必要だと思います。他の自治体で、保育園と老人ホームの併設の記事を見ました。管轄が異なるとの理由
でハードルが高いようですが、核家族化が進む反面高齢者が増加する時代には、併設した施設は理想的だと思います。
他の市より子供に対する助成の充実や、学校設備の充実を良くし、アピールなどを行えば良いと思います。
商業施設を増やす（市内に楽しめる場所が無い）
。
行政に望む事は、公園の新設（全生園の上手な活用）
、既存の公園の整備（雑草や樹木の剪定など）、道路の拡張及び
舗装整備、幼稚園に通う家族への助成拡大（何かと保育園家庭の方が優遇されている気がする）、市立小学校、中学
校の充実（学力、先生、特色ある指導、建物などのハード面）。シルバーの見守りなどには感謝しています。今後も
より充実させて行き、東村山市の文化、特色になって行って欲しいと思う。
安心して子供が通う事の出来る学校であって欲しい。先生方は本当に大変だと思います。先生方が子供達にしっかり
と向き合える環境や、先生方の研修制度や教育レベルの向上などの対策の充実を、行政にお願いしたい。いじめ防止
対策について、生徒一人一人の心に向き合える対策を行政主導でしっかりやって頂きたい（市内の中学校の良くない
評判を聞く事があります、親として不安に感じています）
。市内でより多く就職出来る環境を作り、市民（若い方）
は仕事、所得を得る機会、行政（東村山市）は税収を得る機会を作り出すようにする事が出来れば、生産年齢人口の
減少を緩和出来ると思います。若い層がいかに東村山市に残るか、に焦点を当てて対策するのが良いかと。
子供達のために、余計な規制、法律、制度は作らない方が良い。また社会資本と言う名の負の遺産を残さないように
する事も必要だ。
発達障害を抱える子供に対して、市の対応がとても満足出来るレベルでは無い。受け皿となる施設（フリースクール
等）への理解度も低いのでは？
東村山市に限らず、周りの若い人達は大卒でも給料が安く、税は増税するばかり。草食系のブームは終わり絶食系ば
かりでかわいそうです。結婚もし、子供もいて、持ち家でも東村山市民として様々な税が毎年上がり、はっきり言っ
て給料が流れて行くので厳しいです。税金を大切に役立てる方向でお願いします。
社会福祉の充実。
「ころころの森」への見学、入館のしやすい環境、雰囲気作り。
学童の時間が 17:45 までは時間が短いと思います。ママ同士で子育ての環境の情報収集し、就学前に引っ越しや転職
等考えている人も多いと思います。保育園は入れたけれど、先々の事まで考えると…。子育てしながらのママは今後
増えると思うので、応援して欲しいです。よろしくお願いします。
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もっと大きな公園が欲しい。子育てをしながら働けるように、保育園を増やして欲しい。
とにかく現代社会は出会いの場が少ないですし、会社や近所の方がうるさく結婚しなさい！と言う事もほとんど無く
なっていますし、便利になり過ぎてお嫁さんの必要性も薄れている事が大きな要因と思います。とにかくまずは「出
会いの場」
。縁を作る事だと思います。
子育てと仕事がより両立出来るよう、保育園や学童保育、子供をケアしてくれるサービスがもっと増える事を望みま
す。
ころころの森がとても良く、良く利用しました。スタッフの方やイベントが充実していました。子供が大きくなり、
利用対象で無くなったので少し不便さを感じます。公園や児童館の他に、大きな科学館？のような（博物館？）親子
で遊べる場所があったら良いと思います。多摩六都科学館はアクセスが不便で遠く感じます（年数回は利用しますが
…）
。小さな子供と集えるカフェ的な場所もあったら良いですね。
駅の近くに保育所があれば、働きながらでも女性が子育てしやすく良いと思います。
子育て世代だけで無く、未婚の女性又は男性達が参加出来るイベントや活動などがあると良いと思います。他にも駅
前の店を増やしたり、居酒屋以外の飲食店が増えると、もっと暮らしやすくなると思います。
結婚したい男女への出会いの場の提供は、行政にも取り組んで欲しいと思っていました。多摩地区の他の自治体や、
所沢等の近隣地区と連携してはいかがでしょうか。保育施設の拡充もお願いしたいです。
23 区内と比べ経済的支援や立地で劣っているので、子育て世代の家庭やシングルで子育てしている人々が少しでも生
活しやすい所にし、人口増を進めて欲しいです。
若い世代向けのサービスが少なく、当市に住みたいと思えるような独自のサービスが無い。高齢者が多いように見え
る。近所付き合いも減る時代の中で、積極的に市からお母さんへコンタクトを取るべきである。必要があれば人と人
を繋ぐようなサービスがあると不安が解消される。
整備された公園が少ない。道路が狭く、アスファルトがでこぼこして水溜りが出来やすい。上記は東村山駅周辺を優
先的に改善されているように思えるが、秋津町は取り残されているように思う。スーパーや大型ショッピングモール
が無いため、週末は他市へ買い物に出てしまう。
市内だけの問題では無く、出産をする時にお金が掛かり過ぎる。また保育所、学童と共働きの方々をもっと支援して
欲しい。
（案）二人目以降は出産費用が安くなる市（市民）とかを考えて欲しい。
結婚については、個人の価値観による所が大きいと思うが、結婚後の出産、子育てについては経済的な不安が個人的
には大きい。住宅支援など、東村山で結婚、子育てをする事によるメリット（主に経済面）があれば、市内で結婚、
子育てを検討する人が増えるのでは。
結婚する、しない、子供を作る、作らないは個人の自由なのでどうでも良いと思うけど、子供が欲しいのに出来ない
と言う人達には金銭的な支援などあっても良いと思います。
保育園の充実、学費の軽減。
イベント等、男女の出会う機会が増えるように働きかける取り組みが必要だと考える。出産後は養育費に困らぬよう
に、行政がバックアップして頂けると大変助かります。地元に根付かせるために、企業、工場を積極的に誘致し、東
村山市にしか無いユニークな公共事業も（予算の融通が利けばだが）もっとあっても良いように思えます。
東村山市は道路が良くない所が多いので、交通事故が心配です。道路の改良を望みます。
駅が遠いので、所沢間のコミュニティバス区間があると便利。西口の駐輪場、地上にも増やして欲しい。子連れだと
地下の乗り入れが大変。
不景気のせいなのか、世間では結婚や出産、育児に対してマイナスイメージ（世話が大変、お金がかかる等）があっ
たり、ベビーカーを使用する事に理解を示さない方がいたり、子育てに対する世代間の価値観のギャップがあったり
します。以上に挙げた３つのギャップが埋めて行けるような働きかけ（情報）が必要だと思います。結婚や子育てが
いかに素晴らしく、ベビーカーは車椅子と同等の価値がある事、子育てに“今”必要な知恵とは何かを啓発して行け
るように、東村山市のお力添えがあると心強く感じます。
子供が産まれたり、大きくなって頂ける助成金などの申請や、その他（市民が助かる事）の情報を、もっと市から発
信して欲しい（当該者に手紙が来たり）
。
行政は人的支援より経済的支援をメインに行って欲しい。保育所や学童なども気軽に入る事が難しいので、仮に午前
のみのパートなどでも小学生までは学童に預けられる等、可能な限り窓口を広げて欲しい。共働きは当たり前の中で、
子供をいかに安全に育てる事が出来るのか？もっともっと考えて欲しい。東村山市は小金井市や小平市よりレベルが
低いと思います。
子育てに関する経済的支援の更なる充実、公立保育園の民営化の中止を希望します。
今結婚している人達に子供をもっと産む事を望むより、早いうちに産む事を教える。独身者をいかに減らすかです。
少子化問題は、単に人口が減る事だけじゃなく、税金、年金などの支払う人数が減ってしまう！と言う、かなり深刻
な問題だ。ですから、子供を３人以上たくさん産んだ人達には、タダで住める場所！など提供するなどしてあげて欲
しい。ただお金をあげるだけでは、しっかりした親でなければ意味が無い。大概兄弟が多い家庭は貧乏が多い。
私は不妊治療をして、38 歳で奇跡的に子供が出来、出産しました。大きな病院に行き治療を始め、説明を聞くまで
35 歳の年齢では子供が出来にくい事を知らずにいました。そして、こんなに子供が出来ず治療に通っている人達がい
る事を知った。治療を何度かするうち、「こんな大事な事、皆は知っていたのか？身近な人達はなぜ教えてくれなか
ったんだろう…」など、本気で考えました。今、私の身近に 30 歳で不妊治療に通っている後輩がいます。その子も
同じ事を言っていました。やはり、勉強の一環として教えて行くべきではないでしょうか？日本は遅れています。次
に、お金があったらたくさん子供を作る、お金が無いから作らない…では無いですよ。１人しか産まない人、２人し
か産まない人、それぞれみんな「これ以上産み育てるのはキツいな…」と考えているだけです。私がもっと若かった
らもう１人くらいは大丈夫かな？とは考えますが、ウチは収入的に楽ではないですが、子供の数は関係ありません。
ただ子供支援金は本当に有難く、助かっています。出会いの場の提供も良いと思うが、ただパーティーを開くだけで
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はダメでしょ。例えば１回１回テーマを考えて、この日は山好きの会とか、読書好きの会とか、映画好きの会…など、
それで無くとも不器用な人が多い中、話題作りから作ってあげないとなかなか次のデートには繋がらないと思う。パ
ーティーだけでは外見や収入しか入って来ない。とにかく無駄な事に税金を使って欲しくない！
若い女性に対して、女性の 30 歳からの出産年齢のリスクについて、もっと知れ渡るように学ぶための授業がもっと
あった方が良いと思う。中学生くらいの人達にももっと知って欲しい（私は子供が自然にすぐ出来るものと甘く見て
いて分かっていなかった）
。
市役所に申請に行った時に、支援してくれる内容を分かりやすくして欲しいです。一冊の本になっていましたが、ど
こを見れば良いのか分かりにくかったです。
このアンケートが意味があるのか無いのか分からないが（子供を増やして税収をって事ですか？）、まず税金が高過
ぎる。それに見合った見返りが無い。こうして市は努力をしています、って言うのが市民は分からない。全てを明確
にして、一人一人に伝わるようにして欲しい。それと、支援が必要なのは若い人ばかりではなく、老人が一番必要な
のでは？これからの東村山市の変化に期待。
PTA の係活動や、学童の保護者会の係が義務になっていて、仕事に支障があるため改善して欲しいです。
子育て支援の施設が余り充実していないように感じます。
「たんたんのお家」のような、安価で気軽に預けられる場
所が増えて欲しいと思います。近くの場所にあれば利用しやすいと思いますし、個人的な預かりママさんやベビーシ
ッターよりも安心感があります。
市だけの問題では無いが、幼稚園、保育園の差が大きいので入園させる時に悩んでしまう（金額の面、教育の面）。
出産費も高過ぎる。産むまでにかかるお金が負担。産んだら…のメリットがもっと見えて来ると、たくさん産んでも
良いかなと思える。
東村山市に分娩が可能な産婦人科や総合病院がもう少し出来ると助かります。今二人目を妊娠中なのですが、妊婦健
診を受けている所と分娩をする病院が別で大変なので…。
夫婦二人ではフルタイムで子育て出来ない。預けられる時間が短い（時短では経済的に厳しい）
。今後子供が大きく
なって、行かせたいアフタースクールが東村山に無い。
子育て講演会など、父親のための育児勉強会など。
狭い道路での子供の安全が確保出来るように、車の運転速度を守るようにして欲しい。
萩山駅、久米川駅周辺に近代的な複合的サービスの機能を持った公共施設の設置を検討して頂きたいです。子育て世
代に限らず、幅広い年代の方々が利用出来るようなカフェスペース等も取り入れて欲しいです。
働きかけをすると言う事は口で言っているだけで、行動に移していない事と一緒だと思います。予算があるのなら金
銭的な経済支援を必ずして欲しい。そうすればもっと東村山市は口だけでなく、ちゃんとしてくれると子供のいる家
庭が集まり、人口も増える気がします。若い世代を増やす気があるのなら、今よりも本気で取り組んで欲しい。
妊娠している人でも働きやすく、仕事に戻りやすい環境が必要だと思う。
子供が欲しい、育てやすいと思えば、結婚、出産に興味が湧くと思う。不安が無くなるにはメリットがあり、地域の
協力体制が必要。それが出来ていれば産もう、産みたいと思うと思う。女性が働かなければ成り立たない家庭環境で
子育てをして行く大変さを、まだまだ理解されていないと思う。
結婚相談所の様に、マッチングシステムみたいなものが出来ると良いですね。せめて「○歳〜○歳の○卒」とかくら
いは検索出来るとか（特定の PC のみで（市役所や駅に置く）出会いを求める人がお互い使えるようにするとか）
。子
供は欲しい人は高齢で焦っている人も多いのでは？お金を出してあげるのでは無く、個人の３割負担になると良いで
すね。
共働き世帯が７割を越えつつある現代において、夫と妻両方が主体を持って家事育児を協働する必要があると感じて
います。団塊の世代のライフスタイルから脱却する新しいスタイルの啓発を、教育の場等でして行って欲しいです。
日本の就労時間の長さが、正直悪習慣だと私は考えています。長時間労働の弊害を市内の企業等が理解し、「子育て
するなら東村山」と言われるようになって頂きたい！
最近、子供の「ワガママ」を許容する親が多いと感じる。ただ混雑した電車や店内、道などをベビーカーでぐいぐい
押したり、人の足を敷いたりして通ったり、抱っこしている子供の足が他人を蹴ったり（痛みや空腹などでは無く）
単なる「自分の思い通りにならない」時の泣き声にも言いなりになっている様を見かけると、子やその子を育てる親
への協力的な気持ちが無くなる（子を連れていると言う事は何の免罪符でも無い！と感じてしまう）
。子育てする親
を取り巻く環境整備と併せて、子育てする親への教育を施さなければ、社会の理解協力が離れて行くと思う。
結婚などと言うものをしたせいで心も体も傷付いた私にとって、この様なアンケートは正直意味が無いと思います。
まぁ、まともな相手と結婚して、子供が欲しくても出来にくいってご夫婦には、それなりに支援が出来れば良いとは
思います。私の母親は今の子育て支援は甘やかし過ぎだと言います。子供は産んだら育てるのが当たり前！と。
まず、結婚をするために、人との関わりを増やす（SNS 上だけで無く実際に）
、関わり方を知る（同年代、他の年代の
方々）、結婚のメリットを情報提供する！気軽に出産、子育てが出来るよう、助成金などの支援を充実させる！保育
所、施設、設備の充実、補正をする！今後も東村山市内に住む予定です。期待しています！よろしくお願いします！
今年４月から長女が小学校へ通っています。通学路の道が狭く歩道が無いため、事故に巻き込まれないか不安な日々
です。又、不審者情報が多く、心配しています。現在子供は２人ですが、子育てにおいてお金の負担が減れば、３人
子供を授かりたかったです。
収入が多いからと、医療証も無く幼稚園の補助金も少ない。これでは都営等に住まわれている子供の多いご家庭の方
が贅沢していると思う。子供に習い事をたくさんさせて、ペットも飼っている都営の見直し。態度の悪い、字の読み
方も知らない公務員、何のために税金を納めているのか、見返りも無いので住んでいる事が「損」に感じております。
小学校でも幼稚園の延長保育のような形で、保護者の用事がある時、放課後預かってくれる制度があると良いなと思
います。
校舎が古いと伺います。子供達が安心して過ごせる学校にして欲しいと思います。
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私立幼稚園補助金をもう少し充実させて欲しい。
東村山市は、子育てにしてもこれと言ったメリットも無く、財政も余裕があるとは思えない。せめて育児、教育に関
わる全ての職員が思いやりを持って市民に接して欲しい。中学校でも、不登校の生徒などをフォローする教員以外の
人が必要だと感じる。
保育園へ入園を希望する方が全て入園出来るように、保育園の数を増やして欲しい。また、母子、父子家庭が増えて
いる時代なので、子供一人一人の健全な成長のためにも、もっと支援策を考えて欲しいと思います。
子供が利用する施設（レジャー、飲食店等）のクーポンブックみたいなものがあると出掛ける気分になる。久米川駅
にはどの車両に優先席があるのか、ホームの足下で分からないので（JR だと４ドア／３ドアの目印に優先席マークも
付いている）
、改善して欲しい。
現在都営に住んでいますが、小学生くらいの子が少なく、逆にお年寄りばかりで玄関やエレベーター前で子供達が話
していると苦情が来ます。“子供は汚い”と言われたり。公園でもボール遊びが禁止など、昔と比べ自由に遊べない
から家でゲームやゲームセンターに行くしか楽しみが無いようです。
児童手当や中学生までの医療費補助等、もっと充実させて下さい。経済的負担が大きくて、欲しくても諦める人もい
ると思います。二人目以降の不妊等のサポートもして欲しいです。
行政として直接関わると税金の使い方として偏りが発生する可能性があるので、予算の立て方が厳しくなる。と言う
くらいのお金が必要になるので、まず現在行っている事を精査、分析し費用対効果などを次に繋げられる事から始め
て行けば、近い将来の東村山市の未来を築けると思っています。
乳児期から未就園児期、母親の息抜きのための預かり施設をもっとリーズナブルにして欲しい。一時保育の金額も、
無収入の主婦にとっては気軽に利用しづらい。学童保育の条件も厳しくて、働きに出るのに入れなくて不安が多い。
長期休み中など、学校の一部屋開放などして居場所を作って欲しい（一日 500 円くらい）
。
高齢者社会に向けての対策との事でしたが、人口増加のためには何も結婚に拘らなくても良いと思います。事実婚や
一人親等に対しての助成や、若い世代で無い家族の受け入れのために環境を整備して欲しい（学校、病院、施設、買
い物施設など）。新秋津駅周辺、買い物する所が無くて不便。車が無いと使いづらい。他の市から電車で買い物して
帰ってます。あと、これから出産する家庭に対して夫婦二人とも麻疹ワクチン接種出来るようにして下さい。女性だ
けに打っても、男性がかかってしまったら意味が無いと思います。
子供を持つ事が出来て、そして私が育った東村山で子育てが出来て幸せです。ただ長男が大学受験を控え、学費の負
担の多さに将来的な不安を感じます。
結婚と言う形に捕われず、子を持ち育てる方が増えて行くであろうと思われるので、シングルでも子育てしやすい町
となるような制度、施設を充実させて行って欲しい。保育所、学童保育が充分とは言い難い現状を何とかして欲しい。
特に学童保育は６年生まで受け入れ可となっているが、実際はごく限られた方のみの利用である。放課後、安全に過
ごせる場所も無いので、仕事を持つ保護者は子の安全確保には苦労していると思う。教室を開放、校庭開放に見守り
の人を配置する等あれば、月額利用料を払ってでも利用したいと思う方は多くいるのではないか。子を産ませておし
まいでは無く、共に育てて行くと言う体制、施策、アピールを行って欲しい。制度はあるだけでは無く、使われなく
ては意味が無い。
最近流行の街コンを開催してみてはいかがでしょうか？東村山は緑がきれいな町なので、男女ペアでゴミ拾いを協力
して行い、仲を深めると同時に町の美化にも繋がるので、是非検討してみて下さい。
公立の幼稚園が無いのはなぜですか？市内の小、中学校も、校長先生のカラーで特色がハッキリと分かれているよう
に思われます。
結婚は経済的にある程度力が無いと不可能なので、支援が欲しいと思う。
より多くの方が、東村山は良い所だと思って頂けるような素敵な町づくりを頑張って下さい。
高齢出産によるリスクや卵子の老化など、また人生設計などを学校教育に早いうちから取り入れ、将来についてイメ
ージしやすくする事は大切だと思います。また、障害児支援についてもっとフォローアップをお願いしたいです！
保育園の数が少ないと思います。待機人数が多かったので、私立の幼稚園へ行かせました。私はその都度仕事を変え
ました。もう少し数が増えたら良いと思います。余談ですが、とても楽しく幼稚園生活を送れたので、後悔等はして
いません。
保育園の待機児童を無くす。保育園入所条件を母子優先にして欲しい。働いている時間だと、元々働いている人に負
けてしまう。そう言う人は夫も金もあり、子を産んでから母子になった人はこれから探すので、無認可からスタート
しなければならず、少ない給料なのに大金を払わなければならない。働いている時間ではなく収入の少ない人優先に
して欲しい。
自分自身の家族や親以外に頼れる環境があると良いと思う。お金が余り掛からずに一時保育などが利用出来ると良い
のではないかと思う。年に一回くらい、無料で一時保育に子供を預けられたりするのはどうでしょうか。
東村山市内だけでも一夫多妻制にしてみるとか…。考えられないだろうけど、もうそう言う事を考えなければ結婚や
出産は増えて行かない。出来る男が活躍して欲しい。
働く条件に「子供を預ける」事が第一条件となります。フルタイムで働く母は働きづらい世の中です。もっと預ける
費用を安くして欲しい。パートタイムで働く分、保育料、学童費になります。
不妊治療を経験し、出産予定の第二子は障害を持って産まれる可能性が高い事が分かりました。出来るだけ安心して
生活が出来るよう、施設や費用の補助を充実して頂けたらと思います。
東村山市で考える事はとても良いと思いますが、一市町村レベルで解決出来るとは思いません。国レベルで考えなく
てはいけない事です。頑張って下さい。
東村山駅前の辺りは、とてもきれいになったと思います。ただまだそこ以外の所は歩道も狭く、通学路なのに道がデ
コボコだったり、道が狭いのに車の通りが多く、スピードも出して行くような所がたくさんあります。大人でさえ危
険と思う道がまだまだたくさんあります。安全な道が増えると良いです。結婚、出産、子育てと区別して考えるので
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は無く、一貫性を持ってサービス、支援を考えて欲しいです。
この春中学校に娘が通うようになり、市立の中学なのに制服代、教科のワークテキスト代、校外学習の参加費、冬に
はスキーの学習等と、とにかくお金が掛かる事が多くてビックリしました。お隣の学区では、制服も標準服とのくく
りで価格も違っていましたし。住んでいる地域で負担額が異なり過ぎるのはどうかと思います。改善して頂ける所が
あればお願いしたいです。
０歳児が気軽に遊べる場所が良く分からない。０歳児と親、一緒に運動出来たりストレッチ出来たりする場があると
良いなと思う（骨盤ケアなど）
。商品券は、子育て世帯優遇や増額などあるとより良いと思う。
結婚、子育ての楽しさが、若い世代にもっと伝われば良いと思います。子育ては、周囲の理解や手助けがあって、楽
しく出来るものだと思います。私の場合は主人や祖父母や職場に恵まれて、とにかく楽しく頑張れています。子供が
増えなければ地域は発展しません！
相談出来る場所があっても事務的な感じ、そして解決しなければ意味も無く…と言う事が多いです。子供を育てるの
は母親の負担が多いのが現実！金銭的にも体力も仕事も学校も、負担軽減が無ければ子供を産む人は益々少なくなる
でしょう。他の市に目標にされるように、早く何とかして下さい。
公園の数が本当に少ないし、あっても整備がされておらず汚い。通学路の整備がされていない。危険だと思う場所が
多数。シルバー人材などをもっと増やして、大人の目を増やして欲しい。練馬区では、結婚や出産をするとお祝いと
して苗や絵本が貰えた。自転車のヘルメットの助成があった。東村山は何も無い。
元々結婚、出産を望まない人は確かに増えているし、その事は自由だと思うけれど、経済的な理由などで諦めている
人も多いです。出産費用、健診代については負担だと感じましたし、これからの生活、教育費の事を考えるととても
不安です。
一時預かり事業をしている施設を知りたい。公立保育園はしているのか？
一番に求める物としては、お金だと思います。お金が無ければ結婚した所で幸せな家庭は出来ないし、子供にも貧乏
人扱いをされて惨めの苛めの原因になると思います。また、パートナーになった人も安心して子育ての出来る環境、
生活をさせて行きたいと思います。全てはお金かと思います。
世の中が良くなって欲しい。
秋津地区は公園が少ないので子どもの遊び場がなくて困ります。小学生が放課後、毎日のように住宅の私道（家の前）
に集まりたむろしたり、ボールで遊んでいて車や周囲のアパートのかべなどに当たっていたり、車の出し入れに気を
使います。広々とのびのび小学生が遊べる場所を作って下さい。我が家はまだ１歳ですので、就学前の子どもが遊べ
る屋外の施設（ころころの森は遠い）が欲しいです。
保育園の充実。病気の時などにも軽度であれば預かってもらえるように行政でも整えるなど。
現在、結婚を控えていますが、出産・子育てに関しては金銭的にも仕事のことを考えても今は現実的ではありません。
どんな支援があるかもわからないため今後調べていくつもりではありますが、もっと“こんな支援をしている”とい
う事がわかれば結婚。出産・子育てへのハードルが少しでも低くなるのではないか、と思っています。
若い世代の夫婦は経済的にも時間的にも余裕のない人が多いので、仕事や自由な時間でのゆとりある状況をつくらな
ければ結婚・出産・育児に幸福を感じなくなると思う。
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２ 調査票

＜アンケート調査票＞

１ ご回答いただく「あなたご自身のこと」について、うかがいます。
問１）あなたの性別に、○をつけてください（○は１つだけ）。

１

男性

２ 女性

問２）あなたの年齢について、下の回答欄に具体的な数字を記入してください。
回答欄
（※数字を記入）

歳

問３）あなたの職業は、次のどれにあたりますか。あてはまる番号に○をつけてください。なお、兼業
の方は、主な職業を１つだけ選んで○をつけてください（○は１つだけ）
。
１

正規社員・正規職員

２

派遣・嘱託・契約社員

３ パート・アルバイト・非常勤

４

自営業・自由業

５

その他の仕事

６ 専業主婦・主夫

７

学生

８

無職

問４）あなたご自身を含め、現在、同居されているご家族の構成は、次のどれにあたりますか。あては
まる番号に○をつけてください（○は１つだけ）。なお、「５ その他」を選んだ方は、カッコ内に
該当する家族構成を記入してください。
１

単身世帯

５

その他（

２ 夫婦のみ世帯

３ 親子２世代

４ 親・子・孫の３世代
）

問５）あなたのお住まいの町名に、○をつけてください（○は１つだけ）
。
１

本町

２ 久米川町

３ 秋津町

４ 青葉町

５ 恩多町

６

萩山町

７ 栄町

８ 富士見町

９ 美住町

10 廻田町

11

多摩湖町 12 諏訪町

13 野口町

問６）あなたが、東村山市にお住まいになって通算で何年になりますか。次の中からあてはまる番号に
○をつけてください（○は１つだけ）
。
１

１年未満

２ １年以上～５年未満

４

10 年以上～20 年未満

５ 20 年以上

66

３ ５年以上～10 年未満

問７）昨年１年間のあなたの収入と、結婚している場合（※事実婚を含む）“あなたと配偶者（パート
ナー）
”の収入の合計は、それぞれおよそどれくらいでしたか。税金や社会保険料などを引く前の
金額について、左側の０～10 の中からあてはまる番号を１つずつ選び、右側の回答欄に番号を記入
してください（番号は１つずつ）
。
なお、現在、結婚されていない方について、「②あなたと配偶者（パートナー）の収入の合計」
には、
「①あなたの収入」と同じ番号を記入してください。
（※いずれも税込み）
０ ０～９９万円
１ １００万円台

回答欄

２ ２００万円台

（※番号を記入）

３ ３００万円台
①あなたの
収入

４ ４００万円台
５ ５００万円台
６ ６００万円台

②あなたと配
偶者(パートナ
ー)の収入の合
計

７ ７００万円台
８ ８００万円台
９ ９００万円台
10 １,０００万円以上
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２

「結婚」について、うかがいます。

問８－１）あなたは、結婚していますか。次の中からあてはまる番号に○をつけてください（○は１つ
だけ）
。

１ 結婚している（※事実婚を含む）
２

結婚したことはあるが、離（死）別した

３

結婚していない

※問９・10・11）へ

※問８－２・３・４）は、上記の問８－１）で「２ 結婚したことはあるが、離（死）別した」、または
「３ 結婚していない」を選んだ方にうかがいます。上記の問８－１）で「１ 結婚している」を選ん
だ方は、問９・10・11）へ進んでください。
問８－２）今後、結婚したいと思いますか。次の中からあてはまる番号に○をつけてください（○は
１つだけ）
。
１

すぐにでも結婚したい

２ いずれは結婚したい

３ 結婚したくない

問８－３）あなたが結婚したいと思う年齢について、次の中からあてはまる番号に○をつけてくださ
い（○は１つだけ）
。
１

２０～２４歳

２ ２５～２９歳

３ ３０～３４歳

４

３５～３９歳

５ ４０～４４歳

６ ４５歳以上

７

結婚したくない・わからない

問８－４）結婚していない、または結婚したくない理由について、うかがいます。ご自身に最もあて
はまると思われる理由を、左側の１～12 の中から最大３つまで選び、右側の回答欄に番号を
記入してください（番号は３つまで）。なお、「12 その他」を選んだ場合には、カッコ内に
具体的な内容を記入してください。
１

結婚するにはまだ若すぎるから

２

結婚する必要性をまだ感じないから

３

今は、仕事（または学業）に打ち込みたいから

４

今は、趣味や娯楽を楽しみたいから

５

独身の自由さや気楽さを失いたくないから

６

適当な相手にまだめぐり会わないから

７

異性とうまくつき合えないから

８

結婚資金が足りないから

９

結婚生活のための住居にめどがたたないから

回答欄
（※番号を記入）

最大の理由

第二の理由

10 親や周囲が結婚に同意しない（だろう）から
11

結婚後の生活に経済的な不安があるから

第三の理由

12 その他
（

）
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※問 12-1）へ

※問９・10・11）は、３ページ目の問８－１）で「１ 結婚している」を選んだ方にうかがいます。
問９）あなたが現在の配偶者（パートナー）と結婚した時の年齢について、下の回答欄に具体的な数字
を記入してください。
回答欄
（※数字を記入）

歳

問 10）あなたは現在の配偶者（パートナー）と、どのようなきっかけでお知り合いになりましたか。次
の中から最もあてはまる番号を１つだけ選び、○をつけてください（○は１つだけ）
。なお、
「10 そ
の他」を選んだ場合には、カッコ内に具体的な内容を記入してください。
１

学校で

２ 職場や仕事の関係で

３

幼なじみ・隣人関係

４ 学校以外のサークル活動やクラブ活動・習いごとで

５

友人や兄弟姉妹を通じて

６ 見合いで（親せき・上役などの紹介を含む）

７

結婚相談所で

８ 街なかや旅先で

９

アルバイトで

10 その他（

）

問 11）あなたが現在の配偶者（パートナー）と、最終的に結婚を決めた時の直接のきっかけは何ですか。
次の中からあてはまる番号を２つまで選び、○をつけてください（○は２つまで）。なお、「10 そ
の他」を選んだ場合には、カッコ内に具体的な内容を記入してください。
１

結婚資金（挙式や新生活の準備のための費用）が用意できた

２

収入や住居など結婚生活のための経済的基盤ができた

３

自分または相手の仕事の事情

４

できるだけ早く一緒に暮らしたかった

５

年齢的に適当な時期だと感じた

６

できるだけ早く子どもがほしかった

７

子どもができた

８

友人や同世代の人たちの結婚

９

親や周囲のすすめ

10 その他
（

）
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※問 12－１）は、既婚・未婚にかかわらずに、すべての方がお答えください。
問 12－１）より多くの人々が結婚する機会を増やすため、東村山市が行政として何らかの支援策を実施
することについて、どのように思いますか。
次の中からあてはまる番号に○をつけてください（○は１つだけ）。なお、「５ その他」を
選んだ場合には、カッコ内に具体的な内容を記入してください。
１

結婚は個人の問題なので、東村山市が行政として支援策を実施する
必要はない

２

結婚しない人が増えれば、少子化が進み、まちの活力が低下するので、
東村山市が行政として積極的に支援策を実施すべきである

３

結婚は個人の問題であるものの、東村山市が行政として支援策を実施
しても構わない

４

わからない

５

その他

※問 13-1）へ

（

）

※問 12－２）は、上記の問 12－１）で「２ 東村山市が行政として積極的に支援策を実施すべきであ
る」
、または「３ 東村山市が行政として支援策を実施しても構わない」を選んだ方にうかがいます。
問 12－２）東村山市が行政として実施する支援策について、どのような支援があれば、20 歳代、
30 歳代を中心とした世代の方々が結婚する機会が増えると思いますか。
次の中から該当する支援策を２つまで選び、その番号に○をつけてください（○は２つま
で）
。なお、
「９ その他」を選んだ場合には、カッコ内に具体的な内容を記入してください。
１

独身者に対し、妊娠・出産に関する知識（適した年齢）などについて意識を啓発する

２

イベントを開催し、結婚したい男女に出会いの場を提供する

３

結婚を希望する男女の悩みや相談を受け付け、必要なアドバイスを行う

４

結婚したいカップルの経済的基盤の確立に向け、企業等の雇用主に正規職員としての雇
用を働きかける

５

結婚したカップルに対し、一定期間、結婚生活を支援するための助成や貸付などの経済
的支援を行う

６

結婚したカップルに対し、一定期間、住宅支援（家賃補助、住宅ローンの利子補給など）
を行う

７

結婚したカップルに対し、公営住宅への優先入居などの支援を行う

８

男性の家事や育児への参加を促すための意識を啓発する

９

その他
（

）
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３

「出産」について、うかがいます。

問 13－１）現在、あなたには、何人のお子さんがいますか。次の中からあてはまる番号に○をつけてく
ださい（○は１つだけ）
。
１

１人

２ ２人

５

子どもはいない

３ ３人

４ ４人以上

※問 14-1）へ

※問 13－２）は、問 13－１）で「５ 子どもはいない」以外（１～４）を選んだ方にうかがいます。
問 13－２）最初のお子さんが生まれた時、あなたの年齢はおいくつでしたか。下の回答欄に具体的な
数字を記入してください。
回答欄
（※数字を記入）

歳

※問 14－１）は、現在の子どもの有無にかかわらずに、すべての方がお答えください。
問 14－１）あなたが、できれば持ちたい“理想”の子どもの数は何人ですか。次の中からあてはまる番
号に○をつけてください（○は１つだけ）。
１

１人

２ ２人

６

ほしくない

３ ３人

４ ４人以上

５ 多ければ多いほど

※問 15）へ

※問 14－２・３）は、問 14－１）で「６ 欲しくない」以外（１～５）を選んだ方にうかがいます。
問 14－２）あなたは何歳までに最初のお子さんを持ちたいと思っていますか（思っていましたか）
。
実際の年齢ではなく、あくまで理想とする（理想としていた）年齢を、下の回答欄に具体的
な数字で記入してください。
回答欄
（※数字を記入）

歳

※問 14－３へのご回答もお願いします。
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問 14－３）あなたに現在いる子どもの数は、理想と比べいかがですか。次の中からあてはまる番号に
○をつけてください（○は１つだけ）。
１

多い

２

同じ

３

少ない

※問 15）へ

※問 14－４）は、上記の問 14－３）で「３ 少ない」を選んだ方にうかがいます。
問 14－４）あなたが理想としている子どもの数が、現在いる子どもの数に比べて“少ない”理由は、
何ですか。次の中からあてはまる番号すべてに○をつけ、その中でも最も重要な理由には◎
（※◎は１つだけ）をつけてください。なお、
「15 その他」を選んだ場合は、カッコ内に具
体的な内容を記入してください。
１

子育てや教育にお金がかかりすぎるから

２

家が狭いから

３

自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから

４

子どもがのびのび育つ環境ではないから

５

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

６

高年齢で生むのはいやだから

７

これ以上、育児の心理的、肉体的な負担に耐えられないから

８

健康上の理由から

９

ほしいけれどもできないから

10 配偶者（パートナー）の家事・育児への協力が得られないから
11

配偶者（パートナー）が望まないから

12 末子が自分または配偶者（パートナー）の定年退職までに成人してほしいから
13 今後生む予定があるから
14 まだ結婚していないから
15 その他（

）
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※問 15）は、既婚・未婚や子どもの有無にかかわらずに、すべての方がお答えください。
問 15）より多くの人々が市内で安心して子どもを産むために、東村山市が民間事業者とも連携しながら、
行政として実施する支援策について、今後、どのような取組みを充実させるべきだと思いますか。
次の中からあてはまる番号を３つまで選び、○をつけてください（○は３つまで）。なお、「12 そ
の他」を選んだ場合には、カッコ内に具体的な内容を記入してください。
１

出産前に行われる育児講座・セミナーの回数や内容

２

妊娠・出産に関する悩みや相談を気軽に話せる場所や人

３

出産を控えた親たちが気軽に集い、交流できる場所

４

妊娠・出産に関して、市内で利用できる各種サービスの総合的な情報提供体制

５

不妊治療費用の負担を軽減するための、助成や貸付などの経済的支援

６

妊婦の健康診査費用や分娩費用の負担を軽減するための、助成や貸付などの経済的支援

７

妊娠期間中の家事や育児の負担を軽減するための人的支援

８

産後の家事や育児の負担を軽減するための人的支援

９

産婦人科や助産院など出産のための受け入れ施設

10 ワークライフバランス（仕事と生活の調和）に関する働きかけ
11

マタニティハラスメント防止の啓発

12 その他
（

）
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４

「子育て」について、うかがいます。

※問 16－１）は、現在の子どもの有無にかかわらずに、すべての方がお答えください。
問 16－１）子育てをすることについて、不安がありますか。次の中からあてはまる番号を１つ選び、○
をつけてください（○は１つだけ）
。
１

不安はない

２

どちらかといえば不安はない

３

どちらかといえば不安である

４

不安である

５

わからない

※問 17-１）へ

※問 16－２）は、上記の問 16－１）で「３ どちらかといえば不安である」
、または「４ 不安である」
を選んだ方にうかがいます。
問 16－２）子育てをすることについて、どのようなことが不安ですか｡次の中から該当する番号を３
つまで選び、○をつけてください（○は３つまで）
。なお、
「11 その他」を選んだ場合には、
カッコ内に具体的な内容を記入してください。
１

市内に子育てに関する悩みや相談を気軽に話せる場所や人が少ないこと

２

市内に保育所や学童保育など、子どもを預かってくれる場所が不足していること

３

市内で利用できる子育て支援サービスの内容や申込方法がよくわからないこと

４

子どもが交通事故や犯罪に巻き込まれること

５

近所に子どもを安心して遊ばすことができる場所が少ないこと

６

道路が狭い、緑が少ないなど、住まい周辺の生活環境がよくないこと

７

子育てや子どもの教育にお金がかかりすぎること

８

市内の小・中学校の教育レベルが必ずしも高くないこと

９

子育てに対する身近な家族の理解や支援が十分ではないこと

10 子育てに対する職場の理解や支援が十分ではないこと
11

その他
（

）
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※問 17－１）は、現在、小学校６年生以下のお子さんがいらっしゃる方にうかがいます。
※小学校６年生以下のお子さんがいらっしゃらない方は、下段の自由記述欄に進んでください。
問 17－１）子育てが楽しいですか。次の中からあてはまる番号を１つ選び、○をつけてください（○は
１つだけ）
。
１

とても楽しい

２ まあまあ楽しい

４

まったく楽しくない

５ どちらともいえない

３ あまり楽しくない

※問 17－２）は、上記の問 17－１）で「３ あまり楽しくない」、または「４ まったく楽しくない」
を選んだ方にうかがいます。

問 17－２）子育てが“楽しくない”理由は、何ですか。次の中から該当する番号を２つまで選び、
○をつけてください（○は２つまで）。なお、「９ その他」を選んだ場合には、カッコ
内に具体的な内容を記入してください。
１

子どものしつけがうまくいかないから

２

子どもとの接し方がわからないから

３

子育てにかかる経済的負担が大きいから

４

子育ての不安や悩みを共有できる相手がいないから

５

配偶者（パートナー）が子育てに無関心だから

６

子育てと仕事の両立が難しいから

７

子育てに追われ自分の自由な時間が少ないから

８

子ども連れで外出するのが大変だから

９

その他
（

）

最後に、東村山市内において、今後、より多くの人々が結婚・出産・子育ての希望をかなえるた
め、その他にご意見がございましたら、ご自由にお書きください。

質問は以上です。ご協カいただき、誠にありがとうございました。
ご記入いただいたアンケート調査票は、返信用封筒（切手不要）に入れ、
８月１０日（月）までに郵便ポストに投函してください。
75

若い世代の結婚・出産・子育ての希望等に関する
市民アンケート調査結果報告書
平成 28 年３月
編集・発行：東村山市経営政策部都市マーケティング課
〒189-8501
東京都東村山市本町１丁目２番地３
ＴＥＬ ０４２－３９３－５１１１（代表）
ＦＡＸ ０４２－３９３－６８４６
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp

